
雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父

3 285 芳山土井 80.8 丸富土井 佐用郡佐用町横坂

BAABAA 原 去 31.02.01 ちえひめ５ 黒2461440 福芳土井 横坂共栄農場

1 269 照忠土井 81.2 丸宮土井 佐用郡佐用町佐用

BAAAAA 原 去 31.02.17 さよぎり 黒2592272 菊西土井 兵庫県立佐用高等学校

3 251 千代藤土井 80.1 丸富土井 赤穂市木津

      去 31.03.07 ごいちよ２５１ 黒2519148 福芳土井 溝田　泰司

7 257 芳悠土井 79.5 丸福土井 宍粟市山崎町葛根

CBCAAA 原 去 31.03.01 まさとまる 黒2376705 菊井土井 吉岡　慎治

8 262 丸春土井 81.6 照一土井 多可郡多可町八千代区中野間

CBCBBA 去 31.02.24 きくてる 黒2368158 谷福土井 有田　覚

2 291 丸宮土井 80.8 照忠土井 三田市ゆりのき台

BAAAAA 原 雌 31.01.26 のりふく５ 黒2547213 福芳土井 岡本　光史

1 306 宮菊城 80.2 照忠土井 三田市沢谷

      雌 31.01.11 こはる２ 黒2598954 福芳土井 妻鹿　亮輔

1 258 菊俊土井 80.8 芳悠土井 小野市長尾町

BBBCBA 原 雌 31.02.28 おかみつ２の１１ 黒2602859 丸宮土井 岡田　輝泰

6 276 丸池土井 79.1 菊西土井 小野市河合西町

BACCBA 原 雌 31.02.10 ともえ１ 黒2411877 福芳土井 堀井　光仁

6 278 丸彩土井 81.0 第１満金波 加西市別府町

      雌 31.02.08 かねみふじ 黒2410376 芳藤土井 兵庫畜産技術センター

1 271 照忠土井 80.7 千代藤土井 丹波市柏原町石戸

      去 31.02.15 てるひめ３の１ 黒2594515 丸宮土井 寺内　昭則

6 256 千代藤土井 78.3 福広土井 丹波市春日町野上野

AACBAA 原 去 31.03.02 ふくてるひろ 黒2398405 照長土井 水原　彩子

8 258 芳悠土井 81.8 丸福土井 丹波市市島町中竹田

BABAAA 原 去 31.02.28 よしえ 黒原1508335 菊原波 ひょうたん農場㈱

10 252 丸春土井 79.5 菊俊土井 丹波市春日町棚原

CBABAA 原 雌 31.03.06 たてふく８ 黒2334648 谷福土井 山本　浩

育種価資格

1
14607-2654-7

2
13766-2612-2

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6
15936-3913-4

7
15882-0049-3

8
16008-1062-4

3
14607-2725-4

4
14607-2687-5

5
15614-3995-7

12
13677-3851-3

13
13677-3704-2

14
13677-3812-4

9
15839-1017-5

10
08667-6186-2

11
13677-3751-6



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 293 丸池土井 79.2 芳山土井 丹波市氷上町井中

CABCAA 原 雌 31.01.24 たによし 黒2426323 照長土井 中澤　一夫

1 278 芳悠土井 81.4 丸富土井 丹波篠山市味間奥

      雌 31.02.08 ふじなみ１７ 黒2592278 宮菊城 田中　久工

8 285 芳悠土井 80.5 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

BCBCCA 原 雌 31.02.01 いくとし 黒2396558 鶴山土井 清水　健司

4 242 照和土井 83.5 芳悠土井 頚に大輪 美方郡新温泉町海上

      去 31.03.16 ちはる３ 黒原1653840 照一土井 その他 植田　秀作

8 252 芳悠土井 83.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BBBBCA 原 去 31.03.06 としよしまる 黒原1524469 鶴丸土井 中井　のり子

2 247 照和土井 81.7 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 31.03.11 よしかぜ 黒原1709642 菊俊土井 中井　のり子

10 253 芳悠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

BABBAA 原 去 31.03.05 はるにしき 黒原1444364 照長土井 山本　智明

13 240 照和土井 81.5 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AABAAA 原 去 31.03.18 つるひめ 黒原1331250 高育 照長土井 竹下　与輔

8 271 芳山土井 81.7 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBACBA 原 去 31.02.15 おおみぞの５ 黒原1524505 谷福土井 福井　強

1 247 芳悠土井 82.8 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

      去 31.03.11 よしえ８ 黒原1740220 丸富土井 中村　文吾

2 238 芳悠土井 81.5 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

BBBCBA 原 去 31.03.20 おふくやま２ 黒原1709652 丸福土井 中村　文吾

7 242 芳山土井 85.0 福芳土井 美方郡香美町小代区野間谷

      去 31.03.16 としふく 黒原1524437 菊俊土井 朝倉　久子

5 229 芳悠土井 84.0 丸宮土井 美方郡香美町香住区丹生地

ABAAAA 原 去 31.03.29 こうふく１３ 黒原1624664 高育 福芳土井 淀　貴至

1 257 芳悠土井 83.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

BABAAA 原 去 31.03.01 ふじまさてる２ 黒原1740181 照長土井 井上　哲也

18
15098-5137-7

19
15098-6027-0

20
15098-6029-4

15
13677-3785-1

16
13773-6512-9

17
13679-6570-4

24
15098-6014-0

25
15098-6016-4

26
15098-5295-4

21
15098-5906-9

22
15098-5151-3

23
15098-5373-9

27
15098-4876-6

28
15098-4456-0



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 246 富亀土井 80.6 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

CBCBCA 去 31.03.12 おおみぞ８の１ 黒原1482226 高育改 谷福土井 井上　哲也

8 285 照和土井 81.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

AABBAA 原 去 31.02.01 てるとし 黒原1524381 改 谷福土井 伊沢　正一

4 263 芳山土井 80.8 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 雌 31.02.23 ９７てるただ 黒2480527 菊俊土井 長瀬　五一

1 248 芳山土井 81.1 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

AAACAA 原 雌 31.03.10 みつてる 黒原1740193 菊俊土井 阿瀬　稔

9 285 悠哲土井 80.4 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

      雌 31.02.01 てるこひめ 黒原1524426 福芳土井 田中　一馬

2 255 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区境

AAABAA 原 雌 31.03.03 よしふくてる 黒原1692290 改 菊俊土井 田中　一馬

9 277 芳山土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町小代区東垣

AAACBA 原 雌 31.02.09 おふくひめ 黒原1444320 福芳土井 今井　正己

6 248 芳悠土井 81.6 芳山土井 美方郡香美町小代区神水

BBABAA 原 雌 31.03.10 まつふく 黒原1592096 高改 照長土井 藤原　吉子

9 259 芳悠土井 82.5 丸福土井 美方郡新温泉町春来

CBCAAA 原 雌 31.02.27 ふくはな 黒原1482282 照長土井 小谷　和信

2 253 山伸土井 82.8 芳悠土井 美方郡新温泉町切畑

      雌 31.03.05 てるしお２の１ 黒原1709614 丸富土井 倉田　拓磨

2 265 照和土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BACBAA 原 雌 31.02.21 きくまる 黒原1692296 福芳土井 尾崎　栄太郎

8 242 照和土井 81.4 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

ABACCA 原 雌 31.03.16 しげひろ 黒原1524477 高育改 照菊波 田中　孝広

3 285 丸池土井 82.0 芳山土井 乳頭異常 宍粟市波賀町道谷

      雌 31.02.01 ちひろ１１ 黒2519142 菊原波 その他 岸本　章弘

1 268 丸宮土井 82.0 芳悠土井 宍粟市一宮町東河内

      去 31.02.18 はるよ 黒2602872 丸富土井 小池　一博

30
15098-4468-3

31
15098-6073-7

32
15683-2559-8

29
15098-4458-4

36
15098-6129-1

37
15098-5379-1

38
15098-5949-6

33
15098-5054-7

34
15098-5059-2

35
15098-5125-4

42
15862-6758-0

39
15098-5284-8

40
15098-5017-2

41
15951-0951-2



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 265 丸宮土井 84.0 谷石土井 豊岡市目坂

BBAAAB 去 31.02.21 かりゆし 黒原1449812 育改 菊安土井 谷口　正徳

11 248 奥谷 81.4 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCCCCC 去 31.03.10 たけぎく 黒原1409433 改 谷美土井 森井　正彦

5 271 丸宮土井 81.0 照一土井 朝来市和田山町岡

CBBAAA 去 31.02.15 つるあき１の１ 黒原1594213 菊俊土井 森下　清司

6 248 丸彩土井 80.2 北森宮 朝来市和田山町安井

      去 31.03.10 あきえ 黒原1559186 北谷松 県北部農業技術センタ

2 233 芳悠土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

BBABAA 原 去 31.03.25 なおき 黒2554630 菊俊土井 上垣　勇吾

7 260 丸池土井 80.8 菊俊土井 養父市建屋

CABBAA 去 31.02.26 きくや 黒原1561881 照長土井 野中　稔

8 281 悠哲土井 82.0 丸宮土井 養父市大屋町若杉

      原 去 31.02.05 あかつね 黒原1528550 谷美土井 高橋　大樹

4 276 丸福土井 81.1 照一土井 養父市大屋町若杉

CACAAA 原 去 31.02.10 きたきく４ 黒原1587518 福芳土井 高橋　副武

3 261 丸宮土井 79.8 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 雌 31.02.25 みなづき 黒2519066 菊俊土井 高橋　副武

3 246 丸池土井 80.7 丸宮土井 養父市三宅

CABBAA 原 雌 31.03.12 みやふく１５ 黒2519054 福芳土井 太田　克典

4 267 芳悠土井 81.3 丸宮土井 養父市森

ABABAA 原 雌 31.02.19 ふくみや 黒原1655350 菊俊土井 田村　正宏

10 266 丸池土井 80.2 照一土井 養父市森

CACCBA 原 雌 31.02.20 さわいち 黒2350116 福俊土井 田村　正宏

1 297 丸春土井 81.0 芳山土井 朝来市和田山町中

BABBBA 原 雌 31.01.20 やましず 黒原1732548 丸富土井 宮田　靖仁

7 295 千代藤土井 80.2 福芳土井 朝来市神子畑

AAABAA 原 雌 31.01.22 はなふく 黒原1528561 菊安土井 仙賀　隆文

43
15098-5704-1

44
15098-4401-0

48
15098-4773-8

49
15098-5775-1

50
15098-5777-5

45
15098-4759-2

46
08667-6205-0

47
15098-4788-2

54
15098-5493-4

55
15098-4580-2

56
15849-3204-6

51
15098-5785-0

52
15098-5582-5

53
15098-5492-7



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 284 照忠土井 80.2 芳山土井 豊岡市野上

BAAAAA 原 雌 31.02.02 まるか２９ 黒2598848 丸福土井 西垣　富夫

8 294 丸池土井 80.2 丸福土井 乳頭異常 豊岡市但東町高竜寺

      雌 31.01.23 みみつる２ 黒原1528515 照長土井 その他 小牧　伸典

6 258 照忠土井 82.2 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

AAAAAA 原 雌 31.02.28 たけなが 黒2388880 照長土井 竹田　瞳

3 268 丸池土井 82.8 芳悠土井 宍粟市山崎町葛根

BACBBA 原 去 31.02.18 よしひさ２ 黒2510300 照菊波 杉田　真人

5 263 丸宮土井 80.2 福芳土井 姫路市白鳥台

ABAAAA 原 去 31.02.23 てるひめ 黒2446060 照明土井 石原　寛大

1 313 丸若土井 80.0 茂和美波 三田市西野上

      去 31.01.04 ちよひめ 黒2587244 芳山土井 (有)日向牧場

1 293 丸富土井 80.2 芳悠土井 三田市上内神

BACBBA 原 去 31.01.24 はつねひめ７ 黒2598950 照一土井 蓬莱　光雄

3 265 丸池土井 80.3 芳山土井 三田市沢谷

CABBAA 原 去 31.02.21 ゆきふく５ 黒2497039 照長土井 妻鹿　亮輔

4 289 千代藤土井 81.0 丸富土井 兵庫県加西市剣坂町

BACAAA 原 雌 31.01.28 はるみ 黒2461435 照長土井 中村　弘直

3 289 千代藤土井 80.2 丸宮土井 小野市広渡町

AACAAA 原 雌 31.01.28 なつよ 黒2493616 福俊土井 前田　勇雄

5 296 丸彩土井 80.0 菊西土井 加西市別府町

      雌 31.01.21 たけえり 黒2442904 鶴神土井 兵庫畜産技術センター

2 283 照忠土井 82.1 芳悠土井 丹波市市島町中竹田

      去 31.02.03 みやの 黒原1709791 丸宮土井 ひょうたん農場㈱

1 272 丸春土井 80.8 芳山土井 丹波市春日町棚原

BAACAA 原 去 31.02.14 たてふく８の２ 黒2594534 菊俊土井 山本　浩

8 270 千代藤土井 81.3 福芳土井 丹波市山南町奥

BACAAA 原 去 31.02.16 第５てるみや 黒2386899 菊照土井 寺内　勇人

60
15652-2452-8

61
15750-8403-7

62
15868-0039-8

57
15849-3328-9

58
15849-3298-5

59
14607-2658-5

66
15839-1042-7

67
08667-6199-2

68
13677-3712-7

63
14158-7096-7

64
13781-8325-8

65
16008-1070-9

69
13677-3811-7

70
13677-3752-3



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 291 照忠土井 81.0 丸宮土井 丹波市氷上町井中

CABAAA 去 31.01.26 みやよし５ 黒原1740398 福芳土井 中澤　一夫

8 265 丸池土井 80.8 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

CACCBA 原 雌 31.02.21 てるよし 黒原1488932 照長土井 上田　真吾

5 279 照忠土井 80.2 丸宮土井 丹波市柏原町下小倉

CAAAAA 原 雌 31.02.07 たまふく 黒原1610924 菊俊土井 上田　真吾

2 262 照忠土井 79.8 芳悠土井 丹波篠山市味間奥

BABAAA 原 雌 31.02.24 ふくえ 黒2531416 丸福土井 田中　久工

2 267 芳悠土井 82.5 丸富土井 丹波篠山市曽地口

BACBBA 原 去 31.02.19 とみこ 黒2549571 照一土井 清水　健司

3 281 忠味土井 79.6 芳山土井 美方郡香美町村岡区村岡

      去 31.02.05 みかた３の１ 黒2493626 菊西土井 美方ファーム㈱

6 282 照忠土井 79.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABAAB 去 31.02.04 きくひろ３ 黒2413815 第２安鶴土井 対中　広芳

11 314 丸明波 79.8 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

CACCAB 去 31.01.03 たにふく 黒2289510 谷福土井 西山　勝

7 286 丸明波 82.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

CACAAA 去 31.01.31 ゆきこ５ 黒原1444296 安幸土井 西山　勝

10 265 芳山土井 80.3 丸博土井 美方郡香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 31.02.21 やすひで１ 黒原1444293 育改 照長土井 西山　勝

10 241 照和土井 80.3 鶴山土井 美方郡香美町香住区三谷

AACAAB 去 31.03.17 かつやま 黒原1368941 菊安土井 清水　容和

6 256 富亀土井 81.8 福芳土井 美方郡香美町小代区佐坊

BCCABA 去 31.03.02 ふくみ１３ 黒原1524445 第２安鶴土井 本上　純也

2 246 芳山土井 84.4 芳悠土井 美方郡新温泉町春来

BAACAA 原 去 31.03.12 おふく１ 黒原1709612 丸福土井 田中　宏道

5 253 照和土井 84.0 芳悠土井 美方郡新温泉町丹土

BACAAA 原 去 31.03.05 ふくよ２の３ 黒原1624575 高 丸福土井 村田　瑞樹

72
13677-3809-4

73
13677-3795-0

74
13773-6514-3

71
13677-3786-8

78
15098-4975-6

79
15098-4981-7

80
15098-5345-6

75
13679-6586-5

76
15098-5163-6

77
15098-4538-3

84
15098-6161-1

81
15098-6253-3

82
15098-5236-7

83
15098-5370-8



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 265 照忠土井 81.7 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA 原 去 31.02.21 あやや 黒原1464021 高改 第２安鶴土井 中井　丈文

2 275 丸明波 83.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

CACBAA 原 去 31.02.11 としよしひさ 黒原1709643 福芳土井 中井　のり子

3 257 照和土井 82.1 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AACAAA 原 去 31.03.01 ひさこ 黒原1653834 照一土井 中井　のり子

9 257 芳悠土井 81.2 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA 原 去 31.03.01 ふくよ２ 黒原1482275 改 鶴山土井 中井　のり子

5 240 芳悠土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAABBA 原 雌 31.03.18 よしはる 黒原1624580 第２照久土井 村尾　千代美

2 265 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡新温泉町塩山

BAAAAA 原 雌 31.02.21 ひまり 黒原1709625 菊俊土井 山本　郁夫

7 260 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CABBAA 原 雌 31.02.26 おじろ７ 黒原1559121 改 第２安鶴土井 中井　雄次

8 270 照忠土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区秋岡

BABBAB 原 雌 31.02.16 やえうめ 黒原1482210 高 谷福土井 今井　正人

9 234 照和土井 81.1 丸福土井 美方郡香美町村岡区境

BBCCCB 原 雌 31.03.24 おふく 黒原1501780 菊俊土井 田中　一馬

6 282 丸明波 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

CACBAA 原 雌 31.02.04 さくら２ 黒原1592077 菊俊土井 森脇　雄一

1 277 芳悠土井 80.1 照忠土井 乳頭異常 美方郡香美町村岡区丸味

      雌 31.02.09 はちふく４ 黒2594409 鶴丸土井 その他 森脇　雄一

13 268 照忠土井 81.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 雌 31.02.18 ひでよし 黒原1331206 高 照長土井 森脇　雄一

1 271 照忠土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 31.02.15 はなよし 黒原1740188 菊西土井 森脇　薫明

4 240 山伸土井 81.2 照也土井 美方郡香美町村岡区宿

      原 雌 31.03.18 こうふく 黒原1653793 福芳土井 上田　伸也

85
15098-6146-8

86
15098-5120-9

90
15098-4839-1

91
15098-5479-8

92
15098-5925-0

87
15098-5122-3

88
15098-6023-2

89
15098-5991-5
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15098-5085-1

97
15098-5084-4
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15098-5230-5
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15098-5072-1
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15098-5080-6



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 262 丸池土井 82.2 芳悠土井 宍粟市一宮町能倉

CABBAA 原 雌 31.02.24 よしこ 黒2602871 照一土井 森岡　信雄

2 294 丸池土井 80.3 芳山土井 豊岡市但東町唐川

BABCAA 原 去 31.01.23 みやもり１の１ 黒2531379 菊俊土井 中儀　吉郎

2 285 丸池土井 83.7 茂栄波 豊岡市九日市中町

CBCCCB 去 31.02.01 りんか 黒2554549 光照土井 谷山　道洋

2 276 丸宮土井 84.0 石義丸 豊岡市目坂

BAAAAA 原 去 31.02.10 ゆりか２ 黒原1709806 菊俊土井 谷口　衣津美

1 280 丸彩土井 81.0 芳悠土井 朝来市和田山町安井

      原 去 31.02.06 ひろな 黒2582676 照一土井 県北部農業技術センタ

3 266 丸池土井 83.8 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

      去 31.02.20 かなみやひさ 黒原1655351 丸富土井 岩花　希

1 266 芳悠土井 81.7 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

BBBAAA 原 去 31.02.20 るみ４ 黒原1743136 菊俊土井 岩花　希

2 271 照和土井 83.1 芳悠土井 養父市大屋町蔵垣

      去 31.02.15 やすひさ２４の２ 黒2554631 丸宮土井 上垣　勇吾

5 260 丸池土井 82.0 福芳土井 養父市養父市場

BAABAA 原 去 31.02.26 ふくみつ 黒原1627778 菊俊土井 吉村　英美

7 270 丸若土井 83.5 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CBACAA 去 31.02.16 むつひめ 黒原1369047 照長土井 高橋　大樹

6 285 丸池土井 80.0 芳寛土井 乳頭異常 養父市大屋町若杉

      雌 31.02.01 ひろし 黒原1576344 谷福土井 その他 高橋　副武

2 279 丸池土井 80.6 芳悠土井 養父市大屋町若杉

      雌 31.02.07 ゆきひと３ 黒2554619 照武土井 高橋　潤也

6 275 千代藤土井 81.5 丸宮土井 養父市大屋町宮本

BACAAA 原 雌 31.02.11 みゆき３ 黒原1576341 照長土井 寺尾　稔

1 270 照和土井 80.8 照忠土井 朝来市和田山町土田

      雌 31.02.16 てるさかえ 黒2575043 丸富土井 川見　和秀

102
15098-5703-4

103
08667-6183-1

104
15683-2345-7

99
15951-0926-0

100
15683-3030-1

101
15098-5823-9

108
15098-5782-9

109
15098-4716-5

110
15098-5774-4

105
15683-2348-8

106
15098-4783-7
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15098-4765-3
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15683-2590-1
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15683-2647-2



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 281 丸池土井 81.0 照忠土井 朝来市神子畑

BABBAA 原 雌 31.02.05 ふくただ 黒原1640968 福広土井 仙賀　隆文

3 278 丸宮土井 80.1 芳山土井 豊岡市野上

BAAAAA 原 雌 31.02.08 あいまる２７ 黒2519014 鶴丸土井 西垣　富夫

10 287 丸池土井 80.8 菊俊土井 豊岡市宮井

CACCAA 原 雌 31.01.30 つるこ 黒原1449794 高 照長土井 綿田　謙

7 248 丸春土井 82.0 福芳土井 豊岡市中郷

BBABAA 原 雌 31.03.10 ふくのはな 黒原1576330 高育 鶴丸土井 新田　義孝

9 276 照忠土井 81.5 福広土井 佐用郡佐用町横坂

CACBBB 去 31.02.10 ちょうちょ 黒2347323 照菊波 横坂共栄農場

6 242 芳山土井 80.1 照一土井 佐用郡佐用町平谷

AAABAA 原 去 31.03.16 よしいちやす 黒2423291 福芳土井 安岡　林

1 276 丸池土井 80.7 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

BABCAA 原 雌 31.02.10 ごいちよ５８３ 黒2592291 福芳土井 西影　昌久

6 259 丸宮土井 80.7 照一土井 宍粟市山崎町葛根

CBBAAA 原 雌 31.02.27 さつき 黒2396546 谷福土井 吉岡　慎治

1 287 照忠土井 79.8 芳山土井 三田市上内神

      雌 31.01.30 ふくいち 黒2598948 照忠土井 蓬莱　光雄

1 289 丸池土井 81.2 照忠土井 三田市沢谷

      雌 31.01.28 みやこ 黒2598959 丸宮土井 妻鹿　亮輔

4 299 丸春土井 80.5 芳悠土井 小野市広渡町

BBBBBA 原 雌 31.01.18 しげみ 黒2456061 鶴山土井 前田　勇雄

6 307 丸彩土井 80.8 菊西土井 加西市別府町

      雌 31.01.10 きくゆき 黒原1573990 第２鶴雪土井 兵庫畜産技術センター

2 251 芳悠土井 81.5 丸宮土井 小野市河合西町

      去 31.03.07 ちよみ１１ 黒2519138 福芳土井 堀井　光仁

2 248 丸池土井 81.2 芳山土井 丹波市柏原町下小倉

BAACAA 原 去 31.03.10 はまやま 黒原1705021 照菊波 上田　真吾
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15849-3330-2

115
15849-3060-8

116
15098-5665-5

113
15849-3206-0

120
15652-2454-2

121
15786-9830-9

122
14778-0360-6

117
14607-2655-4

118
14607-2659-2

119
13784-6899-7
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15839-1022-9



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 257 丸春土井 81.4 芳悠土井 丹波市柏原町下小倉

CBBBBA 原 去 31.03.01 さちとし２６ 黒原1653949 菊俊土井 上田　真吾

6 246 丸池土井 81.4 福芳土井 丹波市市島町岩戸

CBCBBA 原 去 31.03.12 いくつるこ 黒原1592301 照長土井 大槻　良

7 228 芳悠土井 81.3 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

BBBAAA 原 雌 31.03.30 まるみや 黒原1559161 福広土井 足立　尚之

5 279 芳悠土井 80.6 丸宮土井 丹波市春日町棚原

ABACBA 原 雌 31.02.07 こんと５５ 黒原1592303 谷福土井 山本　智

9 246 照和土井 82.0 菊俊土井 丹波篠山市小多田

BACCBB 去 31.03.12 すぎひめ 黒原1409624 菊照土井 松本　登喜雄

8 257 照和土井 80.5 菊俊土井 丹波篠山市曽地口

AACBBA 原 去 31.03.01 ゆきまる 黒2396559 鶴丸土井 清水　健司

7 263 照忠土井 82.0 芳恒土井 美方郡新温泉町海上

CABAAA 去 31.02.23 つつじ２ 黒原1524471 改 鶴山土井 植田　秀作

8 258 照和土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABCBA 原 去 31.02.28 のりふく 黒原1482283 鶴山土井 植田　秀作

2 265 照和土井 79.4 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AAABAA 原 去 31.02.21 きくつる 黒2514946 鶴山土井 村尾　賢一

2 265 芳山土井 80.4 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 去 31.02.21 きくひさ 黒2554436 照長土井 村尾　賢一

12 251 芳悠土井 81.6 照波土井 美方郡新温泉町塩山

BACBBA 原 去 31.03.07 はなふさ 黒原1368840 高 菊安土井 山本　智明

5 260 山長土井 81.2 照忠土井 美方郡新温泉町切畑

      原 去 31.02.26 つるひめ３ 黒原1592101 福芳土井 倉田　拓磨

1 261 芳山土井 81.0 照忠土井 美方郡新温泉町諸寄

      去 31.02.25 ちはる１０の１ 黒原1740225 芳悠土井 田中　祥子

12 246 芳山土井 81.4 菊俊土井 美方郡新温泉町諸寄

CBACBA 去 31.03.12 ふくとく 黒原1331299 谷福土井 田中　充

127
13677-3848-3

128
13677-3807-0

132
13679-6588-9

133
15098-5133-9

134
15098-5135-3

129
13677-3834-6

130
13677-3825-4

131
13679-6594-0

138
15098-5948-9
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15098-5264-0
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15098-5907-6



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 271 丸明波 81.1 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

CACBAA 原 去 31.02.15 みやこ 黒原1721816 福芳土井 小林　一樹

4 253 芳悠土井 83.1 福芳土井 美方郡香美町小代区新屋

ABACCA 原 去 31.03.05 ひろよし 黒原1653797 菊波土井 中村　芳老

5 246 照忠土井 81.0 丸富土井 美方郡香美町村岡区味取

CABAAA 去 31.03.12 ふくとみ 黒原1624645 福芳土井 阿瀬　稔

13 271 芳悠土井 81.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAABAA 原 去 31.02.15 ゆきひめ６ 黒原1331200 高育 照長土井 小林　操

9 265 芳悠土井 80.8 福広土井 美方郡香美町村岡区萩山

BABAAA 原 去 31.02.21 まゆ 黒原1404850 菊安土井 西村　忠一

8 229 照和土井 80.7 福芳土井 美方郡香美町村岡区中大谷

AAABAA 原 雌 31.03.29 ふじひめふく 黒原1524343 照長土井 藤岡　義久

3 262 照忠土井 80.8 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 雌 31.02.24 １０１きくなが６ 黒2514918 照長土井 長瀬　五一

10 295 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡香美町村岡区味取

BABCBB 原 雌 31.01.22 きくひめ 黒原1404884 改 照長土井 西山　勝

8 295 芳山土井 81.7 鶴山土井 美方郡香美町村岡区味取

BBBBAB 原 雌 31.01.22 みやつる 黒原1444295 鶴長土井 西山　勝

2 278 芳悠土井 80.1 奥虎 同性複数産子 美方郡香美町香住区九斗

AACAAA 原 雌 31.02.08 とらまる 黒2554411 改 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

10 268 照和土井 80.8 福広土井 美方郡香美町小代区東垣

BBCCCB 原 雌 31.02.18 なかたにひめ 黒原1423397 菊照土井 中村　健治

5 267 芳悠土井 80.2 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AABBAA 原 雌 31.02.19 きよみ 黒原1624557 改 福芳土井 竹下　与輔

2 266 悠哲土井 80.5 丸富土井 乳頭異常 美方郡新温泉町多子

      雌 31.02.20 かつふく 黒2554432 幸豊土井 その他 竹下　与輔

6 285 山長土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町塩山

      原 雌 31.02.01 みつふくひめ 黒原1573925 高育改 菊照土井 坂本　隆子

144
15098-5279-4

145
15098-6003-4

146
15098-6176-5

141
15098-4489-8

142
15098-5299-2

143
15098-5028-8

150
15098-5356-2

151
15098-4529-1

152
15098-5147-6

147
15098-6074-4

148
15098-4978-7

149
15098-4979-4

153
15098-5148-3

154
15098-6182-6



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 251 富亀土井 79.1 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

BBCABB 原 雌 31.03.07 ひさちよ 黒2554445 安千代土井 尾崎　栄太郎

1 295 忠味土井 80.0 丸宮土井 宍粟市一宮町東河内

      原 雌 31.01.22 ふじひさ 黒2570832 菊西土井 小池　一博

6 281 照忠土井 80.0 丸宮土井 ET産子 宍粟市一宮町上岸田

CABAAB 去 31.02.05 まりも３ 黒2413877 谷福土井 大封アグリ　一宮牧場

5 259 芳悠土井 80.7 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

ABABBA 原 去 31.02.27 まるすけ 黒原1627789 菊俊土井 上垣　勇吾

1 258 照忠土井 81.0 丸宮土井 養父市森

      去 31.02.28 まきみや 黒原1743140 福広土井 田村　正宏

1 269 丸春土井 80.4 照忠土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 31.02.17 はるさと 黒2598876 福芳土井 高橋　潤也

3 250 宮菊城 80.8 丸富土井 養父市大屋町若杉

      去 31.03.08 しのぶ 黒2519068 福芳土井 高橋　副武

2 283 千代藤土井 80.8 丸宮土井 朝来市神子畑

BACAAA 原 去 31.02.03 なにまる 黒2554634 照長土井 仙賀　隆文

11 267 照立土井 81.4 照明土井 豊岡市竹野町三原

BBAAAA 原 去 31.02.19 ぼたん 黒原1331061 高改 谷福土井 加悦　大三郎

8 259 千代藤土井 81.0 照一土井 豊岡市中郷

CACAAA 去 31.02.27 ぴんこ２ 黒原1489154 谷美土井 新田　義孝

6 276 宮菊城 84.0 菊俊土井 豊岡市目坂

AAABAA 原 雌 31.02.10 まるこ 黒原1561854 高育 谷石土井 谷口　正徳

3 246 芳悠土井 82.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

ABABBA 原 雌 31.03.12 みやもり３ 黒2519020 菊俊土井 森井　正彦

1 260 悠哲土井 81.0 宮喜 豊岡市但東町高竜寺

      原 雌 31.02.26 わかこ４ 黒原1743105 北宮波 小牧　伸典

6 253 芳悠土井 79.4 丸宮土井 朝来市和田山町野村

BABAAA 原 雌 31.03.05 みすずまる１２ 黒2435139 照一土井 宮田　貴身仁

156
15862-6749-8

157
15951-0947-5

158
15098-4784-4

155
15098-5285-5

162
15849-3205-3

163
15098-4762-2

164
15098-5663-1

159
15098-5494-1

160
15098-5787-4

161
15098-5797-3

168
15849-3183-4

165
15683-2898-8

166
15098-4399-0

167
15849-3303-6



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

3 263 丸春土井 81.1 芳悠土井 朝来市和田山町中

BBBBBA 原 雌 31.02.23 ひさむすめ 黒原1667081 菊俊土井 宮田　靖仁

10 271 宮菊城 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAACAB 原 雌 31.02.15 しげてる３の１ 黒原1449838 福芳土井 岩花　進

6 266 千代藤土井 79.1 丸福土井 養父市大屋町大屋市場

CACAAA 原 雌 31.02.20 ふくたま 黒2416015 照長土井 岩花　進

5 260 丸若土井 83.5 福芳土井 養父市大屋町宮垣

AAABAA 原 雌 31.02.26 ふくてるまさ 黒原1561887 菊俊土井 岩花　希

9 279 丸宮土井 80.5 福芳土井 養父市建屋

BCAABA 原 雌 31.02.07 よしの 黒原1489211 第２鶴雪土井 野中　稔

9 284 芳悠土井 80.8 光照土井 佐用郡佐用町豊福

CCCABA 原 雌 31.02.02 ぺいんと 黒2289523 第２安鶴土井 松本　義和

5 252 丸春土井 80.2 菊宮土井 姫路市白鳥台

CBBBBB 雌 31.03.06 きくふね 黒2396544 光照土井 石原　けい子

6 247 丸春土井 80.5 福芳土井 赤穂市木津

BCBBBA 原 雌 31.03.11 ごいちよ２の５ 黒2418429 照長土井 溝田　泰司

5 268 芳悠土井 80.7 丸宮土井 神戸市西区神出町紫合

CBBBBA 原 雌 31.02.18 みやまるなみ 黒2439200 宮弘波 淵上　晋

1 289 芳悠土井 81.4 丸宮土井 三田市沢谷

BBBAAA 原 雌 31.01.28 よしみ４ 黒2598979 福広土井 妻鹿　亮輔

1 336 丸彩土井 80.3 宮菊城 加西市別府町

      原 雌 30.12.12 ひな 黒2582678 宮弘波 兵庫畜産技術センター

6 254 照忠土井 80.2 福広土井 小野市河合西町

CABAAA 去 31.03.04 めふくみつ２ 黒2353999 菊照土井 堀井　光仁

8 262 丸春土井 81.0 福芳土井 小野市昭和町

BCCABA 去 31.02.24 ふなてる 黒2256508 鶴山土井 藤本　佳大

3 274 芳悠土井 80.4 照一土井 小野市長尾町

BABAAA 原 去 31.02.12 おかるい５の２ 黒2519151 丸宮土井 岡田　輝泰

169
15098-4591-8

170
15683-2343-3

174
14607-2652-3

175
14893-8404-9

176
14607-2724-7

171
15683-2344-0

172
15683-2349-5

173
15098-4758-5

180
15839-1020-5

181
15839-1030-4

182
16008-1061-7

177
13628-1702-2

178
15882-0037-0

179
08667-6174-9



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

9 250 照和土井 82.0 光照土井 丹波市市島町岩戸

AACBAB 去 31.03.08 てるこ３の１ 黒原1391335 第２安鶴土井 大槻　良

8 256 丸宮土井 83.0 菊俊土井 丹波市春日町鹿場

CBBAAA 去 31.03.02 てるとし 黒原1524557 照長土井 井上　芳則

9 281 丸池土井 82.1 菊俊土井 丹波市柏原町下小倉

CACCBA 原 雌 31.02.05 ふくつる 黒原1404946 照長土井 上田　真吾

11 307 照忠土井 80.7 菊俊土井 丹波市山南町北和田

CAAAAA 原 雌 31.01.10 きくはな 黒原1336552 鶴山土井 堂本　義隆

9 227 千代藤土井 81.2 福広土井 丹波市青垣町檜倉

BACBAA 原 雌 31.03.31 まるひろ 黒原1488930 高 照長土井 足立　尚之

2 253 芳悠土井 80.5 丸富土井 丹波篠山市味間奥

      雌 31.03.05 やすとみ 黒2549577 芳山土井 田中　久工

2 240 宮菊城 80.2 芳山土井 丹波篠山市今田町市原

AAACAA 原 去 31.03.18 まどか 黒2549578 菊俊土井 古家後　康夫

1 246 芳山土井 80.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区熊波

AAACAA 原 去 31.03.12 おおみぞ８の４ 黒2594403 谷福土井 井上　哲也

2 226 西杉土井 81.4 芳山土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAABAA 原 去 31.04.01 おふく１０の３ 黒原1692286 福芳土井 井上　哲也

4 282 照忠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 31.02.04 みゆ 黒2480535 照長土井 森脇　薫明

2 282 芳悠土井 81.5 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 31.02.04 やすあき 黒原1709618 改 菊俊土井 森脇　薫明

11 282 丸明波 81.0 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACCBB 去 31.02.04 ひさよ 黒原1404926 照長土井 森脇　雄一

1 259 丸明波 79.3 照忠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAA 原 去 31.02.27 たかとら２ 黒2594410 芳山土井 森脇　雄一

9 255 照忠土井 82.8 福芳土井 美方郡香美町小代区東垣

AAABAA 原 去 31.03.03 まさひめ 黒原1482216 高育 菊俊土井 今井　正己

186
13677-3787-5

187
13677-3830-8

188
13773-6517-4

183
13677-3815-5

184
13677-3826-1

185
13677-3796-7

192
15098-5071-4

193
15098-5075-2

194
15098-5074-5

189
13679-6583-4

190
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15098-5126-1



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 240 芳悠土井 80.6 照忠土井 美方郡新温泉町岸田

BABBAA 原 去 31.03.18 ごいちよ３ 黒原1592130 菊俊土井 田中　孝広

2 281 照忠土井 84.6 芳悠土井 美方郡新温泉町飯野

BABAAA 原 去 31.02.05 ゆきの 黒原1709637 丸富土井 村尾　憲弘

9 261 芳悠土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BCBCCA 去 31.02.25 つるあきの１ 黒原1444359 福芳土井 山本　隆章

9 251 富亀土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

ABCBCB 去 31.03.07 きよこ 黒原1482249 改 照長土井 坂本　修治

2 240 照忠土井 82.0 芳山土井 美方郡新温泉町春来

AAABAA 原 去 31.03.18 おじろ３の８ 黒原1709611 改 菊俊土井 田中　宏道

2 255 芳悠土井 81.4 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABBA 原 去 31.03.03 たかね３ 黒原1709654 照長土井 中村　文吾

1 248 芳悠土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町久斗山

CACAAA 原 雌 31.03.10 てるまる 黒原1740216 照忠土井 中村　文吾

12 255 芳山土井 82.2 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA 原 雌 31.03.03 めぐみ３ 黒原1331247 高 照長土井 中西　円吉

1 247 丸明波 82.0 照忠土井 美方郡新温泉町丹土

CACAAA 原 雌 31.03.11 ふくよ３ 黒原1740254 芳悠土井 村田　瑞樹

2 285 山長土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

      雌 31.02.01 はなひら 黒原1692293 菊俊土井 山本　智明

6 307 芳山土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町小代区神水

BBACBA 原 雌 31.01.10 きくおおみぞ 黒原1524433 鶴山土井 毛戸　誠

13 239 芳悠土井 81.0 照長土井 美方郡香美町小代区神場

CBCCCA 原 雌 31.03.19 ふくさかえ 黒原1331216 第２安鶴土井 上治　秀正

1 266 照和土井 82.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区長瀬

      雌 31.02.20 はなみ２ 黒原1740197 丸富土井 谷渕　侑生

6 294 芳悠土井 80.7 茂広波 美方郡香美町村岡区味取

ACCCCA 原 雌 31.01.23 てるしげ 黒原1592061 改 照長土井 西山　勝

198
15098-5955-7

199
15098-5372-2

200
15098-6143-7
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15098-5018-9

204
15098-6158-1

205
15098-6162-8

206
15098-5903-8
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15098-5371-5
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雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

6 272 芳悠土井 81.0 照忠土井 美方郡香美町村岡区味取

BBBBBA 原 雌 31.02.14 きよふく 黒原1592060 福芳土井 西山　勝

7 285 芳悠土井 79.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区神坂

BBBCBA 原 雌 31.02.01 しめか 黒2402079 福芳土井 伊沢　正一

1 266 丸春土井 80.1 丸宮土井 宍粟市一宮町上岸田

BBBBBA 原 雌 31.02.20 ふゆの 黒2570836 菊西土井 大封アグリ　一宮牧場

1 266 丸宮土井 81.8 芳悠土井 宍粟市波賀町道谷

BBBAAA 原 去 31.02.20 きくひめ 黒2592285 菊波土井 岸本　章弘

10 288 芳悠土井 80.5 菊晴土井 豊岡市引野

ACACCA 原 去 31.01.29 ゆきはる 黒原1449802 福芳土井 竹村　清志

12 261 丸池土井 80.7 照俊土井 豊岡市九日市中町

BBACBA 原 去 31.02.25 ひめ９ 黒原1384139 第２安鶴土井 谷山　道洋

3 251 丸池土井 81.0 芳山土井 豊岡市清冷寺

CACCAA 原 去 31.03.07 しげや 黒原1682735 照長土井 浅井　光澄

9 285 丸池土井 82.8 福芳土井 豊岡市野上

CBBBBA 去 31.02.01 きくよし０８ 黒原1449805 菊安土井 西垣　富夫

6 274 丸池土井 81.6 菊西土井 朝来市神子畑

CACCBA 去 31.02.12 てるひめぎく 黒原1594208 照長土井 仙賀　隆文

13 277 丸若土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町宮本

CBABAA 去 31.02.09 みつざき２ 黒2174566 鶴山土井 寺尾　和敏

1 256 照忠土井 81.3 丸宮土井 養父市森

BAAAAA 原 去 31.03.02 なつまる 黒原1743142 照一土井 田村　正宏

4 250 千代藤土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 去 31.03.08 つばき２ 黒原1655355 福芳土井 上垣　勇吾

3 253 丸池土井 82.0 芳悠土井 養父市養父市場

      去 31.03.05 たじまひめ 黒2519029 丸宮土井 吉村　英美

3 268 丸宮土井 81.2 芳悠土井 異性複数産子 養父市大屋町若杉

      雌 31.02.18 いなり 黒原1709822 照長土井 その他 高橋　潤也

211
15098-4982-4

212
15098-4469-0

216
15098-5824-6

217
15098-4750-9

218
15849-3327-2

213
15951-0948-2

214
15951-0956-7

215
15849-3117-9

222
15098-4787-5

223
15098-4766-0

224
15098-5788-1

219
15849-3209-1

220
15683-2591-8

221
15098-5497-2



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 271 照和土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町若杉

AAAAAA 原 雌 31.02.15 かぜよし 黒原1732552 福芳土井 高橋　潤也

2 278 山長土井 81.1 丸典土井 養父市大屋町若杉

      原 雌 31.02.08 ひじり 黒原1709823 菊俊土井 高橋　潤也

5 304 山長土井 80.7 丸福土井 朝来市和田山町土田

      雌 31.01.13 ふくまる 黒原1608729 福芳土井 川見　和秀

1 282 丸宮土井 80.0 照忠土井 朝来市和田山町中

      雌 31.02.04 たかこ２の１ 黒2584538 芳悠土井 宮田　靖仁

7 263 山長土井 80.6 丸富土井 豊岡市辻

      原 雌 31.02.23 さと 黒原1528511 照長土井 猪師　英三良

5 248 芳悠土井 81.0 丸宮土井 豊岡市但東町河本

BBBABA 原 雌 31.03.10 はるみや 黒原1587511 照長土井 森井　正彦

2 241 芳山土井 81.7 丸宮土井 豊岡市宮井

AAABAA 原 雌 31.03.17 はるか３ 黒原1709807 宮奥城 綿田　謙

5 269 丸宮土井 80.5 福芳土井 佐用郡佐用町横坂

BCAABA 原 雌 31.02.17 こうふくよし３ 黒2423288 照菊波 横坂共栄農場

8 274 丸池土井 80.8 菊俊土井 佐用郡佐用町佐用

CABBAA 原 雌 31.02.12 きくふじ 黒2396532 福芳土井 兵庫県立佐用高等学校

3 248 丸宮土井 82.1 芳悠土井 姫路市夢前町新庄

BBAAAA 原 雌 31.03.10 おふくの２ 黒2510305 照一土井 西影　昌久

2 262 丸池土井 82.0 茂広波 宍粟市山崎町葛根

BBCCCA 原 雌 31.02.24 まちひろ 黒2549556 丸富土井 杉田　真人

3 275 照忠土井 80.6 芳悠土井 三田市上内神

BABAAA 原 去 31.02.11 まつよふく 黒2491621 茂美波 蓬莱　光雄

8 267 丸池土井 82.0 福芳土井 神戸市北区淡河町神田

BABBAA 原 去 31.02.19 みつふく２の３ 黒2387693 高 照長土井 奥下　均

3 269 芳悠土井 80.5 丸富土井 三田市沢谷

ABBBBA 原 去 31.02.17 のりふく３ 黒2517156 福芳土井 妻鹿　亮輔

228
15098-4589-5

229
15098-4777-6

230
15098-4396-9

225
15098-5779-9

226
15098-5776-8

227
15683-2643-4

234
14212-6901-4

235
15652-2453-5

236
15786-9829-3

231
15849-3062-2

232
14607-2656-1

233
13766-2611-5

237
15843-2108-6

238
13781-8324-1



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 255 丸春土井 80.3 福芳土井 小野市広渡町

CCBCCA 去 31.03.03 てるみや１の３ 黒2432157 幸豊土井 前田　勇雄

5 255 丸池土井 80.7 福芳土井 小野市河合西町

BABCBA 原 去 31.03.03 ゆき２ 黒2437581 菊俊土井 堀井　光仁

2 275 芳悠土井 79.2 丸宮土井 小野市長尾町

      去 31.02.11 おかみつ８の１ 黒2561128 福芳土井 岡田　輝泰

12 260 丸池土井 82.3 照長土井 丹波市柏原町下小倉

CACBAA 去 31.02.26 てるあき 黒原1342775 谷美土井 上田　真吾

5 271 丸池土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

BABBAA 原 去 31.02.15 きたよし 黒原1569960 照長土井 上田　真吾

9 287 芳悠土井 81.0 菊俊土井 丹波市山南町北和田

BBACBA 原 雌 31.01.30 まつたに 黒原1459830 照俊土井 松浪　一志

6 268 丸春土井 81.0 福広土井 丹波市山南町北和田

BCBCCB 原 雌 31.02.18 かづひめ 黒原1536340 菊俊土井 堂本　義隆

5 220 照忠土井 83.0 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

BAAAAA 原 雌 31.04.07 もみじ 黒原1624674 高 福芳土井 足立　尚之

10 257 照和土井 80.3 菊千代土井 丹波篠山市曽地口

AABBBB 去 31.03.01 ふくひめ 黒原1404924 照長土井 清水　健司

1 268 照和土井 81.0 芳悠土井 美方郡新温泉町海上

      去 31.02.18 ふくよ 黒2594455 照忠土井 尾崎　栄太郎

8 252 富亀土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町飯野

ABCBCB 去 31.03.06 みつひめ 黒2329947 菊俊土井 村尾　賢一

10 240 富亀土井 82.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

BCCBCB 去 31.03.18 たつみ 黒原1444367 改 安美土井 村尾　賢一

6 251 照忠土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町切畑

AAABAA 原 去 31.03.07 ななひめ５の７ 黒原1559119 照長土井 倉田　拓磨

10 248 芳山土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACBB 去 31.03.10 なかかね２ 黒原1444325 高 谷福土井 福井　清溢

240
15839-1019-9

241
16008-1060-0

242
13677-3808-7

239
15839-1044-1

246
13677-3833-9

247
13679-6587-2

248
15098-5283-1

243
13677-3797-4

244
13677-3790-5

245
13677-3843-8

252
15098-5374-6

249
15098-4556-7

250
15098-5883-3

251
15098-5950-2



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 279 照和土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

ABBCBA 原 去 31.02.07 てるもり１の２ 黒原1524500 第２照久土井 田中　充

4 277 照忠土井 80.5 丸富土井 美方郡香美町小代区貫田

BABAAA 原 去 31.02.09 ふるさと２ 黒2480521 菊俊土井 小林　義富

5 259 芳山土井 79.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 31.02.27 あきひめ 黒2452198 福芳土井 森脇　雄一

5 248 丸明波 80.4 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BABBAA 原 去 31.03.10 はるか５ 黒原1624631 鶴山土井 森脇　雄一

1 248 照和土井 80.6 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 去 31.03.10 なおこ５ 黒2531322 菊俊土井 森脇　雄一

13 230 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 去 31.03.28 ひさとし 黒2209110 高 福芳土井 森脇　雄一

13 263 照忠土井 82.1 福芳土井 美方郡香美町村岡区丸味

BAAAAB 去 31.02.23 きくつるみ８ 黒原1331201 高 照長土井 小林　操

7 280 丸明波 79.2 福芳土井 美方郡香美町村岡区村岡

CACAAB 去 31.02.06 まつよし 黒2413805 照長土井 美方ファーム㈱

3 251 芳悠土井 80.5 芳山土井 美方郡香美町村岡区神坂

AABBAA 原 雌 31.03.07 ふじいち 黒2514902 谷福土井 伊沢　栄一

9 270 芳山土井 80.4 丸福土井 美方郡香美町村岡区熊波

BAABAA 原 雌 31.02.16 みつふく４ 黒原1482225 改 照長土井 井上　哲也

7 261 芳山土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAACBA 原 雌 31.02.25 ６２ながふく２ 黒原1542176 照長土井 長瀬　五一

10 249 芳悠土井 81.0 福広土井 美方郡香美町村岡区境

ABBCBA 原 雌 31.03.09 よしふくきく２ 黒2309192 高育 菊俊土井 田中　あつみ

8 249 照和土井 80.8 菊俊土井 美方郡香美町村岡区境

BBCBBA 原 雌 31.03.09 ふくふく 黒原1464008 照長土井 田中　一馬

10 261 芳悠土井 81.7 菊俊土井 美方郡香美町小代区東垣

CACBBA 原 雌 31.02.25 みつゆうと 黒原1444319 照長土井 中村　まゆみ

253
15098-5263-3

254
15849-3513-9

258
15098-6189-5

259
15098-5280-0

260
15098-4434-8

255
15098-5091-2

256
15098-5095-0

257
15098-5094-3

264
15098-5058-5

265
15098-5062-2

266
15098-4530-7

261
15098-5946-5

262
15098-4455-3

263
15098-6075-1



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 250 照和土井 81.2 芳山土井 美方郡新温泉町久斗山

AAABAA 原 雌 31.03.08 ふくみ２ 黒原1740217 福芳土井 中村　文吾

4 257 芳悠土井 80.6 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AACBBA 原 雌 31.03.01 くにまる３ 黒2480534 福広土井 竹下　与輔

2 250 芳悠土井 80.0 丸富土井 美方郡新温泉町多子

AABAAA 原 雌 31.03.08 つるひめ５ 黒2514939 福芳土井 竹下　与輔

12 258 芳山土井 80.7 照菊波 美方郡新温泉町海上

AAACBA 原 雌 31.02.28 なみにしき 黒原1368850 改 照長土井 植田　秀作

3 274 照忠土井 80.3 丸宮土井 宍粟市波賀町道谷

BAAAAA 原 雌 31.02.12 かよ 黒2510293 福広土井 岸本　章弘

1 266 丸宮土井 80.0 芳山土井 宍粟市一宮町東河内

BBAAAA 原 去 31.02.20 ゆきな 黒2602873 菊茂土井 小池　一博

2 248 千代藤土井 80.7 芳悠土井 養父市大屋町若杉

AACAAA 原 去 31.03.10 ふくみ１ 黒2554614 丸宮土井 高橋　潤也

4 234 丸若土井 80.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 31.03.24 ゆずる 黒2482903 菊俊土井 高橋　大樹

4 256 丸池土井 82.2 芳悠土井 養父市大屋町宮垣

      去 31.03.02 るみや１ 黒原1655354 丸宮土井 岩花　希

10 255 丸池土井 80.3 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CCBCCA 原 去 31.03.03 やまみや 黒原1467532 北宮波 岩花　進

3 244 丸彩土井 80.8 千代藤土井 朝来市和田山町安井

      去 31.03.14 まらら 黒2497052 宮照波 県北部農業技術センタ

10 226 丸池土井 80.6 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CACBAA 去 31.04.01 いなとし 黒原1423411 照長土井 森井　正彦

3 256 丸宮土井 81.6 芳悠土井 豊岡市中郷

      去 31.03.02 ふくふく 黒原1682736 福芳土井 新田　拡樹

3 269 丸池土井 80.7 宮喜 豊岡市城崎町飯谷

CACBBA 原 去 31.02.17 てるこ５ 黒2496970 照長土井 北村　幸弘

270
15098-5134-6

271
15951-0955-0

272
15862-6761-0

267
15098-5472-9

268
15098-5149-0

269
15098-5150-6

276
15683-2351-8

277
08667-6206-7

278
15655-6185-2

273
15098-5793-5

274
15098-5803-1

275
15683-2350-1

279
15098-5664-8

280
15098-4760-8



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

1 279 丸春土井 81.8 照忠土井 豊岡市出石町暮坂

      去 31.02.07 ちりてる 黒原1743103 芳悠土井 旗谷　仁志

2 281 照忠土井 80.0 丸宮土井 豊岡市野上

CAAAAA 原 雌 31.02.05 やすとよ２７ 黒2519013 幸豊土井 西垣　富夫

10 284 丸池土井 81.6 菊宮土井 豊岡市但東町高竜寺

CABBAA 原 雌 31.02.02 まつえ 黒原1449822 福芳土井 小牧　伸典

7 275 芳悠土井 82.0 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA 原 雌 31.02.11 ふくみや 黒原1561863 高育改 谷福土井 加悦　大三郎

12 280 照立土井 81.7 菊俊土井 朝来市神子畑

ABACBA 原 雌 31.02.06 とみぎく 黒原1331127 高改 北宮波 仙賀　隆文

4 271 丸池土井 81.3 芳山土井 朝来市山東町大月

BABBAA 原 雌 31.02.15 もりやま２５ 黒原1624829 鶴山土井 浅野　博

1 259 丸宮土井 81.0 芳山土井 養父市森

BBAAAA 原 雌 31.02.27 えりやま 黒原1743143 菊俊土井 田村　正宏

5 257 芳山土井 81.1 丸富土井 養父市森

AAACAA 原 雌 31.03.01 なつとみ 黒原1627780 照一土井 田村　正宏

11 251 丸春土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

BCABCA 原 雌 31.03.07 ともよし 黒原1347510 第２鶴雪土井 上垣　勇吾

6 240 芳悠土井 80.2 菊俊土井 佐用郡佐用町福中

BABBAA 原 雌 31.03.18 まさぎく 黒原1594184 照長土井 吉田　朝雄

1 270 芳悠土井 81.0 丸宮土井 姫路市白鳥台

      去 31.02.16 てるよし 黒2592296 福芳土井 石原　寛大

3 258 芳悠土井 79.0 照長土井 宍粟市山崎町葛根

CBCBCA 去 31.02.28 せりな 黒2432159 第２鶴雪土井 吉岡　慎治

1 248 丸宮土井 80.8 芳悠土井 赤穂郡上郡町大持

BBBAAA 原 去 31.03.10 べる 黒2602889 菊俊土井 上郡高校

4 259 芳悠土井 80.8 丸宮土井 三田市ゆりのき台

BABAAA 原 去 31.02.27 まるこ 黒2482947 照長土井 岡本　光史

282
15849-3329-6

283
15849-3300-5

284
15098-4761-5

281
15098-4410-2

288
15098-5498-9

289
15098-4786-8

290
14607-2667-7

285
15849-3208-4

286
15683-3029-5

287
15098-5495-8

294
15936-3914-1

291
15750-8402-0

292
15652-2455-9

293
15816-5404-0



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

10 252 芳山土井 81.2 照長土井 川辺郡猪名川町紫合

AAACAA 原 去 31.03.06 はまてる 黒原1409594 谷福土井 森田　和子

1 263 千代藤土井 80.1 丸宮土井 小野市昭和町

      去 31.02.23 ようこ 黒2592266 芳悠土井 藤本　佳大

9 279 丸池土井 80.5 福広土井 小野市万勝寺町

CACCBA 去 31.02.07 みやかおり２ 黒2319443 菊俊土井 宮下　俊子

6 292 丸池土井 80.8 菊西土井 小野市長尾町

CACBAA 去 31.01.25 おかるい４ 黒2423277 光照土井 岡田　秀子

1 250 照忠土井 80.6 丸宮土井 丹波市氷上町油利

BAAAAA 原 去 31.03.08 ちひろみや 黒2594517 福芳土井 山本　定夫

2 268 千代藤土井 80.8 丸宮土井 丹波市青垣町東芦田

AABAAA 原 去 31.02.18 たかとみ６ 黒2554509 福芳土井 前田　貴雄

1 274 芳山土井 81.6 丸宮土井 丹波市市島町与戸

AAABAA 原 去 31.02.12 のりやす 黒原1740406 光照土井 森本　康典

12 216 丸池土井 81.8 菊俊土井 丹波市青垣町檜倉

CCCCCB 去 31.04.11 としふく 黒原1351941 照菊波 足立　尚之

7 283 丸宮土井 78.1 福芳土井 丹波市市島町乙河内

AAABAA 原 去 31.02.03 あまね 黒2368096 菊俊土井 荻野　浩

2 247 丸池土井 80.2 丸富土井 丹波市氷上町犬岡

CACCAA 原 去 31.03.11 まるきく 黒2514974 第１菊武土井 勢志　政和

9 242 芳山土井 81.2 福広土井 丹波篠山市味間奥

AAACBA 原 雌 31.03.16 ふくさかえ 黒2309202 幸豊土井 田中　久工

5 246 照和土井 80.5 丸宮土井 丹波篠山市曽地口

BABAAA 原 去 31.03.12 おりひめ 黒2456067 照長土井 清水　健司

6 240 照忠土井 80.3 福芳土井 美方郡香美町村岡区和池

BAAAAA 原 去 31.03.18 ひめやすふく４ 黒原1559042 照長土井 西崎　武志

2 276 照忠土井 81.0 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

CABAAA 原 去 31.02.10 きくてる５ 黒原1709585 改 第２照久土井 対中　広芳

295
14165-5167-4

296
15839-1029-8

300
13677-3840-7

301
13677-3820-9

302
13677-3837-7

297
15839-0982-7

298
16008-1058-7

299
13677-3877-3

306
13679-6592-6

307
15098-5247-3

308
15098-4540-6

303
15546-7282-8

304
13677-3876-6

305
13773-6519-8



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 257 芳悠土井 80.6 鶴丸土井 美方郡香美町村岡区味取

BACBAA 原 去 31.03.01 なみひで１ 黒原1524420 改 照波土井 西山　勝

9 253 照忠土井 80.8 福広土井 美方郡香美町村岡区味取

BACAAB 去 31.03.05 たけふく 黒原1404888 菊俊土井 西山　勝

13 249 芳山土井 79.5 鶴山土井 美方郡香美町村岡区味取

ABACBB 去 31.03.09 たにつる 黒2174540 谷福土井 西山　勝

2 278 丸明波 79.2 芳山土井 美方郡香美町小代区秋岡

CABCAA 去 31.02.08 てるなお 黒2554422 福芳土井 今井　正人

11 271 芳悠土井 82.5 福芳土井 美方郡香美町小代区神水

ABBBBA 原 去 31.02.15 ふくてる２ 黒原1404908 高 照長土井 藤原　吉子

9 256 芳悠土井 81.0 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

BBACBA 原 去 31.03.02 ちえよし 黒原1444326 第２鶴雪土井 田中　栄一

9 242 芳悠土井 81.3 福広土井 美方郡新温泉町中辻

BBBBBA 原 去 31.03.16 ふくよしひろ 黒原1404933 照長土井 西　幸正

9 243 芳悠土井 83.3 菊俊土井 美方郡新温泉町飯野

BBBCCA 原 去 31.03.15 さくら 黒原1482274 鶴丸土井 中井　のり子

2 240 富亀土井 80.4 照忠土井 美方郡新温泉町飯野

BACAAA 原 去 31.03.18 たかこ２ 黒2554441 芳山土井 中井　勝

6 271 富亀土井 81.6 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BBCABA 原 去 31.02.15 つづみ 黒原1592110 改 福芳土井 村尾　賢一

1 264 照忠土井 82.4 芳悠土井 美方郡新温泉町塩山

BABAAA 原 雌 31.02.22 ひな 黒原1740235 照波土井 山本　智明

1 275 山長土井 81.4 茂和美波 美方郡新温泉町中辻

      原 雌 31.02.11 まりな３ 黒原1740231 照一土井 高美　治

11 270 芳悠土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町春来

ACBBCA 原 雌 31.02.16 さかえ５の２ 黒原1404910 照長土井 田中　宏道

4 286 照忠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町諸寄

      雌 31.01.31 てるいちの１ 黒原1653848 照一土井 田中　祥子

312
15098-5923-6

313
15098-5142-1

314
15098-5477-4

309
15098-5347-0

310
15098-5349-4

311
15098-5351-7

318
15098-5884-0

319
15098-5905-2

320
15098-4828-5

315
15098-6147-5

316
15098-6030-0

317
15098-6031-7

321
15098-5369-2

322
15098-4997-8



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

8 250 芳悠土井 83.0 丸富土井 美方郡香美町小代区東垣

ABCBBA 原 雌 31.03.08 おじろひめ 黒原1524444 高育 福芳土井 今井　正己

3 278 芳悠土井 80.1 奥虎 同性複数産子 美方郡香美町香住区九斗

AACAAA 原 雌 31.02.08 とらまる 黒2554411 改 丸宮土井 合同会社　谷口畜産

3 268 照和土井 81.0 芳山土井 美方郡香美町村岡区丸味

AAABAA 原 雌 31.02.18 ふくよし 黒原1663716 丸富土井 森脇　雄一

2 265 丸明波 82.2 芳悠土井 美方郡香美町村岡区丸味

BACBAA 原 雌 31.02.21 たかいち６ 黒原1692350 照一土井 森脇　雄一

13 254 芳悠土井 80.6 照長土井 美方郡香美町村岡区丸味

CBCABA 原 雌 31.03.04 たけちよ３ 黒原1331164 改 第２安鶴土井 森脇　雄一

4 248 芳悠土井 82.6 丸富土井 美方郡香美町村岡区丸味

BBBBBA 原 雌 31.03.10 ゆきひめ６の１ 黒原1653811 福芳土井 森脇　雄一

8 265 芳山土井 80.0 照一土井 美方郡香美町村岡区萩山

AAACAA 原 雌 31.02.21 つるてる 黒原1482179 改 照菊波 西村　忠一

10 289 芳悠土井 78.0 丸宮土井 ET産子 宍粟市一宮町東河内

BBCABA 原 雌 31.01.28 かおるこ 黒2396533 照長土井 小池　一博

12 251 悠哲土井 81.3 照長土井 宍粟市波賀町道谷

      去 31.03.07 きよみ 黒2219676 鶴丸土井 岸本　章弘

1 259 丸春土井 83.8 芳悠土井 豊岡市目坂

      去 31.02.27 ゆりかの１ 黒原1743097 照城波 谷口　正徳

8 253 芳悠土井 81.0 菊俊土井 豊岡市九日市中町

BBBBBA 原 去 31.03.05 かねまさ２ 黒原1524491 照長土井 谷山　道洋

14 228 芳山土井 81.4 菊俊土井 豊岡市清冷寺

BBBCCC 去 31.03.30 しげぎく 黒2174571 安幸土井 浅井　光澄

5 242 丸若土井 80.3 芳山土井 朝来市和田山町中

BAABAA 原 去 31.03.16 みつよし 黒原1587520 改 光照土井 宮田　靖仁

3 249 千代藤土井 80.0 丸宮土井 養父市大屋町宮垣

      去 31.03.09 てるまさ 黒2519070 照一土井 岩花　希

324
15098-5357-9

325
15098-5089-9

326
15098-5086-8

323
15098-5127-8

330
15862-6753-5

331
15951-0957-4

332
15098-5706-5

327
15098-5093-6

328
15098-5096-7

329
15098-6004-1

336
15683-2352-5

333
15098-5826-0

334
15098-4751-6

335
15098-4597-0



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

5 236 丸池土井 80.8 芳山土井 養父市大屋町宮垣

BABCAA 原 去 31.03.22 るみよし２ 黒原1576340 改 菊俊土井 岩花　希

1 246 千代藤土井 81.1 丸宮土井 養父市大屋町宮本

AACAAA 原 去 31.03.12 つつじ７ 黒原1743147 芳悠土井 寺尾　智也

2 243 丸池土井 81.0 照忠土井 養父市森

      去 31.03.15 ふくただ 黒原1709838 芳山土井 田村　正宏

1 261 丸池土井 81.5 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 31.02.25 あざみ２ 黒原1743122 照長土井 高橋　副武

8 296 丸池土井 81.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CACCBA 原 雌 31.01.21 みかづき 黒原1528556 照長土井 高橋　副武

1 266 丸池土井 82.0 芳悠土井 養父市大屋町若杉

CACBAA 原 雌 31.02.20 あさゆき 黒原1743121 照長土井 高橋　副武

2 265 照和土井 81.4 丸宮土井 朝来市和田山町土田

AAAAAA 原 雌 31.02.21 ゆきよし４ 黒2554642 福芳土井 川見　和秀

7 273 千代藤土井 81.0 福広土井 朝来市神子畑

AACBAA 原 雌 31.02.13 ふくふく 黒原1489250 菊道土井 仙賀　隆文

5 283 丸池土井 81.5 芳悠土井 豊岡市但東町河本

BACBBA 原 雌 31.02.03 すぎひさ 黒2454113 照菊波 森井　正彦

9 303 芳山土井 80.8 福広土井 豊岡市辻

BAACCC 雌 31.01.14 てる 黒原1409417 菊安土井 猪師　英三良

9 286 千代藤土井 79.5 菊俊土井 豊岡市引野

AACBBB 原 雌 31.01.31 もとこの２ 黒2334674 谷美土井 竹村　清志

8 273 丸池土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

CABBAA 去 31.02.13 しげてる３の２ 黒原1517628 福芳土井 岩花　進

1 305 宮菊城 80.0 芳悠土井 姫路市白鳥台

      雌 31.01.12 よしみ２の３ 黒2582684 丸福土井 石原　寛大

7 284 芳山土井 80.3 福芳土井 佐用郡佐用町平谷

AAACBA 原 去 31.02.02 第２てるよし 黒2388881 照義土井 安岡　林

337
15683-2354-9

338
15683-2592-5

342
15098-5784-3

343
15683-2648-9

344
15849-3210-7

339
15098-5500-9

340
15098-5791-1

341
15098-4700-4

348
15683-2342-6

349
15750-8401-3

350
13766-2638-2

345
15098-4391-4

346
15098-4753-0

347
15849-3118-6



雌： 161 雄： 去： 190 合計 351
入場 産次 日令 体　高 価　格 購　買 生産者住所
番号 性別 生年月日 父 母得点 母の父 体　重 番　号 氏　　　名

母 母登録番号 母経歴 母の祖父育種価資格

令和元年11月13日 子牛せり市名簿

耳標番号 血　　統 損　　徴
期待育種価 摘　　要

2 294 丸明波 81.3 芳悠土井 美方郡香美町小代区貫田

CACBAA 原 雌 31.01.23 ふじみ２の１ 黒原1709607 照長土井 小林　一樹
351

15098-4486-7


